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様式第１号（第５条関係）

会　　　議　　　概　　　要

平成２６年久喜市教育委員会第１３回定例委員会

平成２６年１１月２５日（火曜日）

午後１時３０分から午後２時４９分まで

菖蒲コミュニティセンター　第５集会室

鹿児島金衛委員長

鹿児島金衛、榎本英明、髙木学、柿沼光夫各委員

坪井喜代子委員

柿沼教育長、田中教育部長及び各担当課長

（１）署名委員の指名

　　　書記の指名

　　　会議時間の決定

（２）前回会議録の承認

（３）教育長報告

　　　エ　久喜市教育委員会表彰について

　　　オ　久喜市教育活動指導員の委嘱について

　　　カ　久喜市教育委員会事務局職員の人事について

（４）協議事項

　　　久喜市いじめの防止等のための基本的な方針（素案）について

（５）その他

　　　次回定例委員会について

定例委員会日程、協議事項資料、教育長報告書

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件もしくは審議・検討等情報を含む案件のため）

０人

会 議 の 名 称

開 催 年 月 日

開始・終了時刻

開 催 場 所

議 長 氏 名

出 席 委 員 氏 名

欠 席 委 員 氏 名

説明者の職氏名

事務局職員氏名

田中教育部長、松本教育副部長兼教育総務課長、結城参事兼指導課長
、中山参事兼生涯学習課長、岡田学務課長、渋谷文化財保護課長、尾
崎中央公民館長、太田中央図書館長、甲田教育総務課総務係長、森田
教育総務課担当主査

会 議 次 第
及 び 結 果

　　　ア　久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する
　　　　　条例について

　　　イ　平成２６年度久喜市一般会計補正予算（第４号）（案）に
　　　　　係る意見聴取について

　　　ウ　平成２６年度久喜市一般会計補正予算（第５号）（案）に
　　　　　係る意見聴取について

配 付 資 料

傍 聴 人 数
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

【開会の宣言】

鹿児島委員長

【開議の宣告】

鹿児島委員長 　これより直ちに本日の会議を開きます。

【議事日程の報告】

鹿児島委員長

【会議録署名委員の指名】

鹿児島委員長

【会議録作成者の指名】

鹿児島委員長 　会議録作成者は、教育総務課森田担当主査にお願いします。

【会議時間の決定】

鹿児島委員長

（異議なしとの声あり）

　皆さん、こんにちは。きのうは合併５周年記念式典ということで
、準備等いろいろされた職員の皆さんは、大変だったと思いますけ
れども、非常に盛り上がったなという印象を受けました。久喜市の
歌をつくったタケカワユキヒデさんも来て、教育長の最後の閉会の
言葉もすごく希望を持たせるような感じで、大変いいなと思って聞
いていました。

　さて、きょうは坪井委員が都合でお休みなので、はじめたいと思
います。

　これより定例委員会をはじめさせていただきます。

　ただ今の出席委員は４名であります。定足数に達しておりますの
で、これより平成２６年久喜市教育委員会第１３回定例委員会を開
会いたします。

　本日の会議日程につきましては、あらかじめ委員の先生方のお手元
に配布したとおりでございます。
　なお、本日は議案の提出はございません。

 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、
久喜市教育委員会会議規則第２３条第２項の規定により、委員長にお
いて指名させていただきます。

　本日は、榎本委員と髙木委員にお願いします。よろしくお願いしま
す。

　会議時間につきましては、本日の日程がすべて終了するまでといた
したいと思いますが、よろしいでしょうか。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

【前回会議録の承認】

鹿児島委員長

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長

【教育長報告】

鹿児島委員長 　日程第３、教育長報告でございます。

鹿児島委員長

柿沼教育長

参事兼指導課長

鹿児島委員長 　ただ今の報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。

　異議なしと認めます。よって、本日の日程がすべて終了するまでと
いたします。

　日程第２、前回会議録の承認を求めます。平成２６年１０月２２
日に開催いたしました第１２回定例委員会の会議録につきましては
、あらかじめ委員の先生方に配付したとおりでございますが、お手
元の会議録にご異議ございませんでしょうか。

　異議なしと認めます。よって、前回の会議録につきましては、ご承
認をいただきました。

　はじめに、「ア　久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を
改正する条例について」、これの報告をお願いします。

　教育長報告資料の１ページをご覧いただければと思います。

　教育長報告ア、久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を
改正する条例についてご報告申し上げます。

　このたび、平成２６年１０月１６日に埼玉県人事委員会から、職
員の給与改定に関する勧告がございました。

　このことから、本市におきましても県の勧告に準じ調整を進めて
きておりましたが、このたび、久喜市任期付市費負担教職員の給与
につきましても、１１月の定例議会に改正案を提出し、給与の改定
を進めることとなりました。

　なお、必要となる条例の改正にあたりましては、久喜市一般職職
員の給与に関する条例につきましても改正を図ることから、当該条
例と併せての改正となります。

　なお、詳細につきましては指導課長からご説明申し上げます。

　このたびの県のほうの改定に伴って、それに合わせたように市の
ほうとしても号給表を変えたことになっております。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

参事兼指導課長

鹿児島委員長

参事兼指導課長

榎本委員 　改正するのは月給だけですか。

参事兼指導課長

榎本委員

参事兼指導課長

榎本委員

参事兼指導課長 　基本的に職員は全員です。

榎本委員 　全員ですか。市長もですか。

鹿児島委員長 　市長ももらえますよ。

榎本委員 　市長もですか。

鹿児島委員長 　ほかにご質問はありますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長

鹿児島委員長

柿沼教育長

　どういうふうに変わりましたか。

　教育長報告資料の１４ページをご覧いただければと思います。右
が現行条例、旧のもので、一部を改正する条例ということで、左側
のような形で改正を行ったところでございます。

　以上ですか。

　以上でございます。

　本給のみでございます。

　ボーナスというのは、これには関わらないんですか。

　本給に支給割合を乗じてボーナスが支給されますので、変更がご
ざいます。

　ちなみに、ボーナスというのは役所の場合、どのへんまでの方が
もらえるものなんですか。全員なんですか。

　それでは、ないようですので、質問を打ち切ります。

　続きまして、報告の「イ　平成２６年度久喜市一般会計補正予算（
第４号）（案）に係る意見聴取について」の報告をお願いします。

　教育長報告の別冊をご覧いただければと思います。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長 　それでは順次お願いします。

鹿児島委員長

　教育長報告イ、平成２６年度久喜市一般会計補正予算（第４号）
（案）に係る意見聴取についてご報告申し上げます。

　このたび、平成２６年１１月１２日付けにて久喜市長から、地方
教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、平
成２６年度久喜市一般会計補正予算（第４号）（案）について諮問
がございました。

　このため、教育委員会として答申をする必要がございますが、久
喜市議会１１月定例会の告示日が平成２６年１１月２０日でありま
したことなどから、教育長専決にて当該予算案に同意する旨を答申
したものでございます。

　なお、同意することにいたしました補正予算の概要につきまして
は、所管の所属長からご説明申し上げます。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、補正予算の概要につきましては所管ごとに報告があり
ますけども、その前に少し補足の説明をさせていただきたいと思い
ます。

　今回、お手元にお配りしてあります補正予算、これは第４号とな
っております。番号です。番号が第４号となっております。

　それから第５号でございまして、合計で２冊がお手元に行ってい
るかと思います。

　これにつきましては、このたび、衆議院が解散されたことを受け
まして、その選挙に必要な予算を市長専決にて補正することとなり
ました。このため、その補正予算がお手元にあります補正予算であ
る第４号と第５号に優先して成立することになり、実際に議会に提
出した段階での番号が１号ずつ繰り下がっております。

　具体的には、お手元の第４号は議会では第５号となっており、お
手元の第５号は同様に第６号となっております。

　ただ、教育予算の内容につきましては、特に変わってございませ
んので、本日は、当初の番号である第４号と第５号としてご説明さ
せていただきたいと思いますことから、あらかじめその旨をご報告
させていただきました。

　それでは、内容につきましては順次担当のほうから報告させてい
ただきますので、よろしくお願いします。

　学務課長。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

学務課長 　学務課でございます。それでは、学務課にかかわる部分について
続けてご説明をさせていただきます。

　ページ数ですが、お手元の２６年度一般会計補正予算第４号とい
う資料をご覧いただきたいと思います。１０ページのほうをご覧く
ださい。よろしいでしょうか。

　歳入になります。中ほどの１３款国庫支出金、２項国庫補助金の
５目教育費国庫補助金でございます。１節小学校費補助金といたし
まして、細節の２、特別支援教育就学奨励費補助金でございます。
特別支援学級児童への就学援助にかかわる特別支援教育就学奨励補
助金でございます。こちらにつきましては、補助対象者の増に伴い
まして１１万４千円を計上させていただいております。当初７２名
で見込んでおりましたけれども、８２名ほどになりましたので、対
象者１０名分の増に伴いまして１１万４千円の計上をさせていただ
いたところでございます。

　次に、その下段になりますけども、幼稚園費補助金でございます
。こちらにつきましては、幼稚園就園奨励費補助事業国庫負担分で
ございまして、対象者の増に伴いまして１９４万６千円を計上
させていただいております。当初１，８３５名ほど見込んでお
りましたけれども、１，８７０名ほどが見込まれることから、対象
者３５名分の増ということで補正を計上させていただきました。

　続きまして、１２ページをご覧いただきたいと思います。１４款
県支出金、２項県補助金、５目教育費県補助金、３節小学校費補助
金、細節の１、被災児童就学援助費補助金でございます。こちらに
つきましては、対象者数が減をするということでございまして、３
３万９千円ほど減額補正をさせていただいております。当初１１名
分で見込んでおりましたけれども、５名ほどになりますということ
で、差し引き６名分の減額になります。

　続きまして、その下にございます５節幼稚園費補助金、細節の１
、被災幼児幼稚園就園支援事業費補助金でございます。こちらにつ
きましては、対象園児の支給区分の変更に伴いまして、減額補正を
させていただいたものでございまして、９万６千円ほど減額補正を
させていただいております。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

　続きまして、歳出につきまして説明をさせていただきます。恐れ
入りますが、２０ページのほうをご覧いただきたいと思います。２
０ページ下のほうになります。下から２つ目のほうでございます。
１０款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、３小学校要・準要
保護児童就学援助事業でございます。当初、対象児童数５８７名で
見込んでおりましたけども、６４１名になる見込みになりましたの
で、その差５４名分を増加したことによりまして、１３４万１千円
増額を計上させていただきました。被災児童就学援助事業費として
県費補助金が３３万９千円減額になったものの、市費負担額が１６
８万円増えまして、合計１３４万１千円の増となったものでござい
ます。これにつきましては、市費負担となる所得区分に該当する方
の申請が多かったため、このようなことになったものでございます
。

　続きまして、４小学校特別支援教育就学奨励事業でございます。３
２万５千円補正計上させていただきました。財源内訳といたしまして
、国費が１１万４千円、市費が２１万１千円増となっております。こ
れは、歳入のほうで説明をさせていただきましたように、対象者の増
に伴いまして増えたものでございます。

　続きまして、その下にございます１０款教育費、３項中学校費、
２目教育振興費、２中学校教材整備事業でございます。補正額８４
万８千円計上してございます。これは、体育の授業で武道として柔
道を採り入れた学校の畳の交換が必要となりましたことから、補正
をさせていただいたところでございます。

　続きまして、２２ページをご覧ください。一番上の３中学校要・
準要保護生徒就学援助事業でございます。減額補正でございまして
、５６万７千円減額させていただきました。支給対象者数を当初４
２２名で見込んでおりました。３月までの支給対象者が１０名ほど
増えてございますけれども、当初見込んでおりました中学校３年生
の修学旅行支給対象者１５４名に対しまして、支給生徒数が１４３
名と１１名減りました。このために減額が生じたものでございます
。

　続きまして、その下にございます１０款教育費、４項幼稚園費、
１目幼稚園費、５幼稚園就園奨励費補助事業でございます。補正額
８４１万４千円を計上させていただきました。これは、私立幼稚園
就園奨励費補助金といたしまして、国庫支出金８３４万１千円、市
単独分といたしまして１６万８千円の増、また、被災幼児私立幼稚
園就園奨励費として９万５千円の減になりまして、その合計で８４
１万４千円を計上させていただいたものでございます。

　平成２６年度予算編成時の申請件数、申請者数に年度末までの申
請者数を予想いたしまして予算化しておりました。当初２，１２４
名を予想しておりましたけれども、２，１８０名ほどの申請者数と
なる見込みとなったことから、その増となります５６名分を計上さ
せていただいたものでございます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

中央公民館長

　なお、金額につきましては、現在申請内容の審査中ということで
ございまして、昨年度の実績を基に、その比率を用いまして計上さ
せていただいたものでございます。

　続きまして、２５ページをご覧いただきたいと思います。

　債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末まで
の支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関
する調書につきまして、学務課分の説明を申し上げます。

　申しわけございません、１ページめくっていただきまして２６ペ
ージをご覧いただきたいと思います。一番上にございます通園バス
運転業務委託でございます。これは、栗橋幼稚園の送迎用のバスの
運転業務が４月早々から開始されます。それに伴って、本年度中に
契約をする必要がございまして、バスを運行するコース設定などの
準備を行う必要があることから、債務負担行為として４２６万５千
円を限度とした債務負担を計上させていただいたものでございます
。

　続きまして、３段目になります。学校給食配送業務委託でござい
ます。鷲宮学校給食センターから栗橋南小学校に給食を現在提供し
ておりますけれども、その提供するための配送業務委託でございま
して、業務が４月早々から開始されるということで、本年度中に契
約する必要がございますことから、債務負担行為として５１６万円
を限度とした債務負担を計上させていただいたものでございます。

　続きまして、その下にございます学校給食調理等業務委託でござ
います。こちらの業務につきましては、平成２７年度から２９年度
までの３カ年間にわたる債務負担でございまして、菖蒲学校給食セ
ンターと栗橋小学校、それと栗橋西小学校の調理業務、配送業務、
配膳業務を委託するものでございます。市の運営によります学校給
食の提供という面では全く変わりませんけれども、部分といたしま
して調理業務部分、それと配膳業務、それと配送業務にかかわる部
分、こちらの部分につきまして委託するものでございます。債務負
担額といたしまして３年間で３億１３２万９千円を限度に計上させ
ていただきました。学務課からの説明は以上でございます。

　尾崎中央公民館長。

　同じく補正予算の第４号につきまして、補足説明申し上げます。
歳出につきまして、ご説明申し上げます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長 　中央公民館の内容は以上ですか。

中央公民館長 　はい。

鹿児島委員長 　それでは、太田図書館長。

中央図書館長

鹿児島委員長

　補正予算書の２２、２３ページをお開きいただきたいと存じます
。下段になります。１０款教育費、５項社会教育費、２目公民館費
、３公民館運営事業、１節報酬につきまして１７万８千円の補正を
お願いするものでございます。補正の内容でございますが、西公民
館職員が病気休暇中でございます。西公民館は、職員２名が配置を
されておりますが、公民館の運営業務と平成２６年度の公民館事業
を推進していくため、職員復帰時までの当分の間、職員の配置替え
が必要な状況であり、鷲宮公民館に配置された職員を西公民館に配
置替えしたところでございます。このようなことから、鷲宮公民館
の事業等を推進していくためには、公民館補助委員の勤務日数を増
やさなければならない状況となったため、今回補正をお願いするも
のでございます。以上でございます。

　それでは、中央図書館の補正予算の内訳についてご説明させてい
ただきます。

　２点ございますが、最初に補正予算書第４号、２２ページから２
３ページ、今のところと同じところでございますが、ご覧いただき
たいと思います。これにつきましては、教育費の図書館費の図書館
運営事業の賃金、４６万８千円でございます。これは１２月１６日
から図書館の正職員１人が産休に入りますので、その代替としまし
て、臨時職員を雇用するための補正予算でございます。

　続きまして、２点目でございます。予算書の２６ページでござい
ます。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末
までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等
に関する調書の２６ページの上から２段目でございます。これは、
図書館巡回搬送業務委託ということでございまして、内容につきま
しては、現在も原則として中央図書館が休みである月曜日を除きま
して毎日、週６日実施しております市内４図書館間の図書の搬送業
務を、来年度も引き続き業務委託により行うもので、契約発注等の
手続きを今年度中に行わないと４月１日から実施に間に合いません
ので、そのための債務負担行為ということで２２８万９千円を設定
させていただいております。以上でございます。

　ほかにありますか。よろしいですか。それでは、ただ今の報告に
対しまして、ご質問をお受けいたします。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長

学務課長

鹿児島委員長

学務課長 　はい。

鹿児島委員長

榎本委員

中央図書館長

榎本委員

中央図書館長

教育部長

榎本委員 　わかりました。

鹿児島委員長

学務課長 　鷲宮東中学校です。

鹿児島委員長 　鷲宮東中学校ですか。

学務課長

　それでは、ちょっと私のほうから。第４号の１２ページのところ
の被災児童就学援助費補助金、対象者が１１人が５人になったので
減額したということですが、これはどういう状況ですか。

　福島第一原発のところからこちらに避難をしてきている方に対す
る支援でございまして、人数が減っている理由ということで説明を
させていただきますと、久喜市に住民登録をされている方自体の減
少と、所得が増えたことにより、対象外となってしまったことによ
るものがございます。

　福島原発の避難の関係ですね。

　そうですか。ほかに何かありますか。

　中央図書館の産休に入られる方の補充いうことで補正がありまし
たが、これはいつまでの期間ですか。

　年度の区切りがありますので、一応３月までの予算措置なのです
が、育児休業を含めた休暇期間は来年度いっぱいということで予定
はされているところでございます。

　３月までで４６万８千円で足りるのですか。

　はい、一応。

　これは３月までの予算です。４月以降の分は新年度の予算となりま
す。

　それでは、もう一つ。学務課のところ、教材整備で畳の交換を予
定しているとありましたが、これはどこの学校ですか。

　柔道を行うということで、その柔道に使用する畳でございます。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長 　ほかにご質問はございますか。

（なしとの声あり）

鹿児島委員長

鹿児島委員長

柿沼教育長

鹿児島委員長

　それでは、質問を打ち切りたいと思います。

　続きまして、報告の「ウ　平成２６年度久喜市一般会計補正予算（
第５号）（案）に係る意見聴取について」の報告をお願いします。

　教育長報告資料、もう一つの別冊をご覧ください。教育長報告ウ
、平成２６年度久喜市一般会計補正予算（第５号）（案）に係る意
見書聴取についてご報告申し上げます。

　教育長報告イと同様でございますが、平成２６年１１月１２日付
にて、久喜市長から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２
９条の規定に基づいて、平成２６年久喜市一般会計補正予算（第５
号）について諮問がありました。

　このため、教育委員会として答申する必要がございますが、教育
長報告イと同様に、久喜市議会１１月定例会の告示日が平成２６年
１１月２０日でありましたことなどから、教育長専決にて当該予算
案に同意する旨を答申したものでございます。

　なお、同意することといたしました補正予算の概要につきまして
は、教育総務課長からご説明を申し上げます。

　教育総務課長。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、久喜市一般会計補正予算（第５号）につきまして説明
をさせていただきます。

　資料の２２ページをお開きいただきたいと思います。こちらのそ
れぞれの各関連項目ですが、幼稚園費、それから社会総務費等、い
ずれも職員給与費の補正でございます。

　これにつきましては、去る平成２６年８月７日、国の公務員の給
与に係る人事院勧告が出されまして、その勧告とその後に出されま
した埼玉県人事委員会からの勧告に準拠した形で、今回、職員給与
費を補正したものでございます。国の人勧等を準拠したということ
でございますので、国の人勧に伴っての久喜市の給与の対応状況を
説明したいと思います。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長 　ただ今の報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。

鹿児島委員長

鹿児島委員長 　ほかに何かありますか。

（発言する人なし）

鹿児島委員長 　特にないようですので、質問を打ち切ります。

【会議の非公開】

鹿児島委員長

　まず、給料表でございますが、先ほど教育長報告アの中に給料表
があるかと思います。ページで言いますと２ページ以降になります
。再任用以外の職員という形での給料表でございますが、この給料
表につきましては、平均で０．２６％という、ちょっと数字として
は低いのですが、この内容で給料表を改定をしております。

　それで、平均の改定率が０．２６％ということですが、今回も若
年層に重点を置いたということで、我々中高年層につきましては据
え置きという形の給料表となったものでございます。

　ちなみに、技能労務職員については０．３５％と、これも低い数
字ですが、改定をしております。それから、再任用職員については
、改定を行ってございません。

　それから、通勤手当が今回引き上げをされてございます。ちょっ
と資料お手元にございませんけども、例えばある区分では、５００
円ぐらいのアップで通勤手当のほうが引き上げとなってございます
。

　それから、勤勉手当の支給率、一般職の例ですと、これが現行１
．３５月が１．５月に引き上げをされております。

　主な内容についてはこういったものですが、こういった改定に沿
った形での補正予算を今回計上させていただきました。以上でござ
います。

　引き上げは久しぶりですね。

教育副部長兼
教育総務課長

　そうですね。

　教育長報告の　エ　から　カ　につきましては、人事案件でありま
すことから、また、協議事項につきましては、久喜市審議会等の会議
の公開に関する条例第５条第４号の審議・検討等情報に該当する案件
でありますことから、会議を公開しないこととさせていただきたいと
存じますが、よろしいでしょうか。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長

（暫時休憩）

鹿児島委員長 　再開いたします。

鹿児島委員長

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長

（部長、副部長及び所管課長を除く事務局職員退出）

（暫時休憩）

鹿児島委員長 　再開いたします。

鹿児島委員長

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長 　以上で教育長報告を終了とします。

鹿児島委員長 　暫時休憩します。

（暫時休憩）

　異議なしと認めます。よって、これより会議を非公開とさせていた
だきます。

　それでは、「エ　久喜市教育委員会表彰について」の報告をお願い
します。

　続きまして、教育長報告の「オ　久喜市教育活動指導員の委嘱につ
いて」、報告をお願いします。

　次の教育長報告カにつきましては、事務局職員の人事案件でありま
すことから、部長、副部長及び所管の所属長を除く事務局職員につき
ましては、退出をお願いいたします。暫時休憩いたします。

　それでは、「カ　久喜市教育委員会事務局職員の人事について」の
報告をお願いします。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

（部長、副部長及び所管課長を除く事務局職員入室）

鹿児島委員長

【協議事項】

鹿児島委員長 　日程第４、協議事項でございます。

鹿児島委員長

（非公開案件につき省略）

鹿児島委員長 　以上で協議事項を終了いたします。

鹿児島委員長

（暫時休憩）

鹿児島委員長 　再開いたします。

【次回定例委員会の開催】

鹿児島委員長

鹿児島委員長

（異議なしとの声あり）

鹿児島委員長

　それでは、再開をいたします。

　それでは、「久喜市いじめの防止等のための基本的な方針（素案）
について」を協議いたします。教育長の提案理由の説明を求めます。

　これをもちまして、会議の非公開を解きます。暫時休憩いたします
。

　続きまして、日程第５、次回の定例委員会開催日でございますが、
いかがいたしましょうか。事務局より提案があればお願いします。

教育副部長兼
教育総務課長

　それでは、次回の定例委員会ですが、１２月２４日の水曜日はい
かがでしょうか。

　ただ今、事務局より提案がありましたが、先生方、よろしいでし
ょうか。

　それでは、次回の定例委員会は、１２月２４日、水曜日。時間は午
後１時３０分からとさせていただきます。詳細は追って事務局からお
知らせいたします。坪井委員さんにもお知らせしておいてください。
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様式第２号（第５条関係）

審　議　会　等　会　議　録

発言者 会議のてん末・概要　

鹿児島委員長 　最近は会場の決定がスムースですね。

【閉議、閉会】

鹿児島委員長

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。

平成２６年１２月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　鹿児島金衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　榎本　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　髙木　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　森田　洋輔

教育副部長兼
教育総務課長

　わかりました。場所は４階のボランティアビューローでございま
す。

教育副部長兼
教育総務課長

　はい。

　これをもちまして平成２６年久喜市教育委員会第１３回定例委員会
を閉議、閉会といたします。


	会議録（非公開案件省略）

